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今、ものすごいペースで嫌韓・嫌中本が出版さ
れていますが、1991年からおよそ25年にわた
って中国でビジネスをしている方は、それらの
本を見てとても疑問を感じたそうです。なぜな
ら、実際に中国にいる人にとっては本に書かれ
ていることと現実は必ずしも一致していないか
らだそうです。なぜ、こんなにも中国の悪い側
面ばかりが情報として世に出回るのか。そんな
本を現在編集中です。
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先月公演が行われていた六本木歌舞伎。出演者
も豪華で、その上脚本が宮藤官九郎なら間違い
なく面白いはず！ということで、私も観てきまし
た。演目自体は期待を裏切らずとても面白かっ
たのです。でも、お客さんの層が普段と違うせい
か、拍手するタイミンがわからなかったり、「◯◯
屋！」のかけ声がなくて物足りなかったり…こうい
う時って、客席の雰囲気もすごく大事なんだなと
思いました。また改めて歌舞伎を観に行きたい

先日、最近の「献血ルーム」についてニュースで
特集されているのを見てから、ちょっと気になっ
ています。広々とした休憩スペースにお洒落なイ
ンテリア、本格的なカフェ、マッサージなど、くつ
ろいで過ごせそうな空間が整えられていて、常設
のサービスの他にも定期イベントをやっていた
り…。ただ、私は健康診断の採血でさえ貧血っぽ
くなる(面倒)ので、今ならいける！という自信のあ
るときに挑戦してみたいと思います…。

Amazonと書店の使い分けについて。なんかこ
う、何かが無性に読みたい時は、書店に行ってふ
らふらしていると好奇心に従って、つい衝動買い
をしてしまいます。書籍にあふれるカオスな書店
の中で、一冊の本を選ぶというのは実は人間の
すごい能力なんじゃないかと思います。そう思う
と、広告の知識は本造りにすごい役立ちそうで
す。そんなことを考えながらふらふらした結果、
つい『買いたがる脳』（日本実業）を買ってしまい

最近気づいたらなぜか、女性が暴走する系の
話ばかり観たり読んだりしています。
「紙の月」に始まり、「ニンフォマニアック」「ゴー
ンガール」「その女アレックス」…最近流行って
ますよね？笑
自分の心に眠る暴走したい願望をこれで抑えて
いるのでしょうが、いつか爆発しないことを願う
ばかりです。

最近、過去に見たアニメを見返したりして週末を
過ごしています。当時と好きなキャラや泣きポイ
ントが結構変わっていたりする一方、変わらず好
きなシーンというのもあって、そういった自分の
なかの変化が感じとれるのも楽しみのひとつで
す。ちなみに直近では、「ちはやふる」「はなさく
いろは」「攻殻機動隊」を見たりしました。ただ春
も近づいてきたので、あんまり家に引きこもりす
ぎないように注意したいと思います。

喫茶店めぐりを始めました。ある喫茶店で耳にし
た、代官山にある「猿楽珈琲」というお店が気に
なっています。淹れ方にこだわりがあるそうで、コ
ーヒーを一杯頼むと、少なくとも30分。オーダー
が重なると50分も待たされるのだとか。さらに
は看板もなく、地下にあり、私語禁止、子供連れ
禁止、読書禁止、長居禁止と、入りにくい条件ば
かりあるお店です。ただ、抜群にコーヒーはうま
いらしい…！今度行ってみようと思います。

セブンイレブンがドーナッツ屋を始めたのを知っ
ていますか？関西出張で利用しているホテルの
目の前のセブンイレブンに先月突然現れたんで
す。レジの横にドーナッツのショーケースがっ！
100円コーヒーを始めたと思ったら、ドーナッツ。
試しに朝ご飯にコーヒーと一緒に食べてみたら、
満足の味でしたが、どの業界も、お客さんの取り
合いで、厳しさを実感してしまいました。

「ウチの母親がさぁ、俺が入社以来ずっとウチの
社長にお中元とお歳暮を贈っているんだよ。お
かげで、社長からの俺の覚えが良くてとても助
かってるんだよね。まぁ、お中元とお歳暮の請求
書は、俺に送られてくるんだけど（笑）」と友人が
言っていました。こういう企業文化は社内外で減
っているため、好印象になるのでしょう。しかも
母親からというのがいい。友人ももうオッサンで
すが、親から見たらまだ子供なんでしょうね。

横浜にあるオービィという今流行りのプロジェク
ションマッピング展に行ってきました。大自然が
テーマでしたが、その中に世界飛行旅行という
世界の空を浮遊している映像が目の前に流れ
て、自分が飛んでいるような体験ができるコーナ
ーがあります。もちろん、映像もすごかったので
すが、映像に合わせて風が流れてきたりと視覚
以外の刺激がすごく面白かったです。あと、動物
の匂いを色々嗅げたりとユニークなアトラクショ
ンが満載でした。ぜひ、行ってみてください。
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若手も部長も
おねーさんも！！

新入社員
だけじゃなくて

3月、4月というのは、なにも新入社員だけが環境が変わ
るわけではありません。新リーダー・新部長・環境の変化
による新しい人間関係。この「ビジネス道場フェア」は、
新入社員以外の多くの方々のニーズにしっかりと応えるよ
う様々なセット組を用意しています。フレッシャーズキャ
ンペーンに飽きたあなた、今年は一味違うフェアを仕掛け
てみませんか？

組み合わせれば、オリジナル
フレッシャーズフェアができます。

この時期になると皆さん新入社員フェアをやるかやらない
か考える時期ではないでしょうか？最近は、ただフレシャ
ーズフェアをやるだけじゃ売れないからということで、実施
を止める方も多くいます。そんな時に、ご提案したいのがこ
の「ビジネス道場フェア」です。

3月だから新入社員フェア
しなければ…。

かわいい

が、棚を盛り上げてくれます！

あるあるくん・
あるあるちゃん



順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

2月のTOP10

ンド・ホールド」、いわゆる「買持ち」が投資家に勧められていま
したが、2008年のサブプライムショックにより市場は大暴落。次
なる崩壊に備え、著者は「買持ち」だけでなく「売る」ことの重要
性を説きます。
最後は、4位の『Red Notice: A True Story of High Finance, Mur-
der, and One Man's Fight for Justice』を紹介してランキングを
終わりましょう。著者であるビル・ブラウダーはロシア企業を対
象とする世界最大のファンドを運用していました。しかし2005
年、ファンドの資金がロシアの腐敗役人に不正に流れるのを知
り、それを止めようとしたところ当局から脅威とされ、ロシアから
追放されました。その2年後、ファンドの同僚弁護士が当局によ
る不正を告発しようとしたところ、反対に身に覚えのない容疑で
逮捕され、獄死してしまいました。悲劇の死を遂げた友人のあだ
を討ち、ロシア当局による不正を暴くため、生死をかけて奮闘す
るブラウダーの自伝となっています。とてもスリリングな作品で
手に汗握りました。読み応えのある作品が並んだ今回のランキ
ングでした。次回はどんな本がランクインするのでしょうか。
それでは、来月のランキングをお楽しみに！

アメリカのビジネス書トレンド
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（邦題）7つの習慣（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

Get What's Yours: 
The Secrets to Maxing Out Your Social Security

（仮題）自分の取り分を得よ-社会保障を増大させる秘訣
著：ローレンス·J·コットリコフ、フィリップ·メラー、ポール·ソルマン

MONEY Master the Game: 
7 Simple Steps to Financial Freedom

(仮題)マネー・マスターゲーム-経済的な自由へ簡単な7つのステップ
著：トニー·ロビンズ

Red Notice: A True Story of High Finance, Murder,
and One Man's Fight for Justice

(仮題)レッド・ノウティス-金融取引、殺人、そしてある男の真実の物語
著：ビル·ブラウダー

Knowing Your Value: 
Women, Money, and Getting What You're Worth

(仮題)あなたの価値を知りましょう－女であること、お金のこと、自分の価値を持つこと
著：ミカ·ブルゼジンスキー

Buy, Hold, and Sell!: The Investment Strategy 
That Could Save You From the Next Market Crash 

（仮題）買う・持つ・売る-次のサブプライムショックからあなたを救う投資戦略
著：ケン・モライフ

(仮題)101のリーダーシップ-すべての指導者が知っておくべきこと
著：ジョン·C·マクスウェルLeadership 101: What Every Leader Needs to Know

（邦題）人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギーHow to Win Friends and In�uence People 

（邦題）ビジョナリーカンパニ― 時代を超える生存の原則（日経BP）
著：ジム・コリンス

Good to Great: 
Why Some Companies Make the Leap...and Others Don't 

(邦題)習慣の力(講談社)
著：チャールズ·デュヒッグ

The Power of Habit:
Why We Do What We Do in Life and Business

The 7 Habits of Highly E�ective People:
 Powerful Lessons in Personal Change

このコーナーでは某商社NY本店に勤務するビジネス書大好き
人間が、日々通う書店のビジネス書コーナーで感じたことをお
話ししていきます。
日本で3月といえば桜が咲き始める時期ですが、ニューヨークで
はまだまだ寒い日が続きます。冬用のコートは暖かくなるまで
手放せません。
それではさっそくランキングを見ていきましょう。今月は2月発売
の新刊本が上位を占めました。まずは晴れて1位に輝いた『Get 
What's Yours: The Secrets to Maxing Out Your Social Securi-
ty』。アメリカでは社会保障制度によって退職手当が付きます。
労働者と雇用主が毎月少しずつ税金を払い、退職後に毎月支給
される手当なのですが、いくら貰えるかは千差万別。本書では、
できるだけ多くの退職手当をもらうためのアドバイスを3人の
専門家が教えてくれます。社会保障制度をなす2700以上のルー
ルをフル活用し、退職や離婚前に何をすべきかが書かれていま
す。
続いて2位には、『Buy, Hold, and Sell!: The Investment Strate-
gy That Could Save You From the Next Market Crash』。取得し
た証券などを短期間で売却せず、長時間保有し続ける「バイ・ア
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編集してきた本

『TOEIC® TEST   これ
1冊で990点満点』
（植田 一三 /
  石井 隆之・著）

『たったの
72パターンでこんなに
話せる英会話』
（味園真紀・著）

『英会話フレーズ
ブック』
（多岐川恵理・著）

嬉野克也・著
ISBN : 978-4-8443-7401-5
本体価格：1380 円（税別）

3月新刊好評発売中!!
『忙しい人の
TOEIC   テストと
ビジネス英語の
同時学習法』

R

Cross Media LANGUAGE
設立のお知らせ

書店員の皆様、はじめまして。株式
会社クロスメディア・ランゲージの
小野田幸子（おのだ・さちこ）と申
します。このたびクロスメディア・
パブリッシングのグループ会社とし
て、語学書の出版社「クロスメディア・
ランゲージ」を立ち上げました。ご
挨拶も兼ねまして、自己紹介や今後
の抱負を述べさせていただきます。

経歴
・ 明日香出版社にて約13年間、語学書を専門に作っ

 てまいりました。

・英会話やビジネス英語、TOEIC対策書など、主

 に英語学習書を手がけてきました。

語学書への思い
今後は３カ月に１点のペースで、英語学習書を発行

していく予定です。英語以外の言語の本も作りたい

ところですが、まずは１点１点が英語学習書のロン

グセラーとなるよう、丁寧に作ってまいります。

2020 年の東京オリンピックに向けて、これからます

ます語学書コーナーがにぎやかになっていくことが

予想されます。が、語学書作りは、特別なスキルが

必要です。本当に質の高い語学書を作り続けていく

ことが、弊社の使命であると感じています。

営業を自分で行うにあたって、そして今後の抱負
新刊の編集作業を行いながら、皆様のお店へ営業に伺っています。新しいお店との出会い

が毎日新鮮です。売り場でお客様の様子を観察したり、ご担当者様と話をしたりすること

が、編集者として次の企画に直接つなげられるのも大きなメリットだと感じます。また、

編集担当としての立場から、皆様へ詳しく企画の話や裏話などをお話しできるのも、他に

はない強みだと思っています。著者の先生方とのエピソードにも事欠きません！

新鮮な出会いがある一方で、懐かしい思い出話に花を咲かせることもあります。先日は、

私が作った英単語書を日本一売ってくださった書店さんとお目にかかることができまし

た。

また、「ああ、『72 パターン』を作った人ね！」と、担当書が名刺代わりになってくれるこ

ともあります。本が担当編集者と書店さんとをつなぐ絆は、こんなにも強いのだと改めて

気づかされました。

語学書は、一度ヒットになれば数年～十数年もロングで売れていきます。これからクロス

メディア・ランゲージで手がける語学書も、それぞれがロングセラーとなり、皆様のお店

で稼ぎ頭となるよう、思いを込めて作ってまいります。

次回お店にお伺いする際、ぜひ皆様のお店でどんな方が語学書を買うのか、売れ筋はどん

な本かなど、お聞かせください。書店の皆様の情報１つひとつが、ヒットを作る大きなヒ

ントになります！どうぞ、お力をお貸しください。皆様と末永いお付き合いができました

ら幸いです。
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インプレス

CML

CMP

グループ会社

流通はインプレス
→ 受発注に関する
　 問い合わせはインプレス
     受注センターへ 

制作・営業は CML
→ 本の内容や拡材に関する
　 問い合わせは CML へ 

CML の営業の一部請負
→ CMP の営業マンが営業に
　 お伺いします。 

ところで、「クロスメディアさんとインプレスさんって
どういう関係なの？」という質問をよく受けるので、、、
この場を借りてご説明させていただきます。

※ ビジネス書の場合は、流通はインプレス、制作・営業はCMPが
おこなっています。

※ CML ＝クロスメディア・ランゲージ
　   CMP＝クロスメディア・パブリッシング


